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ますますのご清祥のこととお喜び申し上げます。

皆様の大きなお力をいただき、おかげ様で議会へ送り出していただきまして 早くも
１年９ヵ月が過ぎました。その間定例会が７回行われまして、地域市民の皆様のお声を
市政によりよく反映すべく全力で励みました。
年ごと４回、定例会が ３月・６月・９月・１２月議会として四半期ごとに開かれます。
１回の定例会ごとに、それぞれ本会議での各議案の決議につづき一般質問と各種の
常任委員会が行われます。初日等の本会議で決議された議案を、一般質問・常任委員
会等の後、定例会、最終日の本会議で議決という運びになります。
常任委員会では任期二年とされ、立川市議会での厚生産業委員会の副委員長を拝命
いただいてございます。当委員会のスムーズな運営が成されるよう努めております。
厚生（福祉）と産業の分野での常任委員会あるいは一般質問の場をもって、果敢な
質疑に臨みながら、よく学ぶよう取組み

よりよき『まちづくり』のために、皆様の

お声とご恩に報いお応えすべく全力を尽くす次第であります。
毎年ごとに、３月議会では「予算特別委員会」が ９月議会では「決算特別委員会」
を中心に開かれております。
皆様方のご支援や応援あるいは ご鞭撻のおかげ様をもちまして、平成２７年第３回
定例会（平成２７年 ９月議会）決算特別委員会での副委員長の任命を頂戴し、委員長
席に着任し当 委員会の議事進行にも務めさせていただきました。
平成２８年第１回定例会（平成２８年 ３月議会）での予算特別委員会を含む当 議会に
て、７３４億円余りの過去最大の大型予算額が一般会計にて、予算付けが成されました。
そうした過去最大の予算額がどれほど地域に還元されるかが、皆様のお声にお応え
ご恩返しさせていただくことに成れるかということともいえる事でございます。
地域社会のよりよき『まちづくり』の発展充実のために、今後とも変わらぬご支援
ご鞭撻を賜りますようどうぞ宜しくお願いします。
敬具

主 な 議 会 活 動
平成27年

第１回定例会（３月議会）

平成27年

２月19日〜３月19日
《一般質問》

第３回定例会（９月議会）

９月15日〜10月21日
《一般質問》

① 第４次長期総合計画について

⑴ 現状と今後の展開について
② レンタサイクルについて

⑴ 効率的運営と市民サービスの関連について
③ 自治会について

⑴ 現状と今後の活用展開について
③ 富士見町地域まちづくりについて

④ 多摩地域から、羽田空港へのアクセス向上策について

《厚生産業委員会

⑴ 立川市道一級２号線・冨士見高架の修繕工事に
ついて

所管事項質問》

② 住みたいまちランキングに関連する観光振興について

平成27年

第２回定例会（６月議会）

６月11日〜６月30日

⑶ 立３・１・３４号中央南北線南進について

《厚生産業委員会

所管事項質問》

① 待機児童ゼロの施策について
② スポーツ振興の施策について
他

報告事項と特定事件の
東京オリンピック・パラリンピックについて

《一般質問》
① 自転車事故減少対策について
⑴ 立川市の位置づけと今後の取り組みについて

平成27年

⑴ 地域の防災・消火活動等について
③ 豊かな水と緑の保全について
⑴ 緑の保全計画について

《厚生産業委員会

所管事項質問》

① 立川産・地ビール『立川産果実のエール』について
② 昭和記念公園の活用に関する状況について
③ 保育料に関する状況について
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第４回定例会（12月議会）

11月30日〜12月17日

② 地域防災について

２月19日〜３月17日

① 地域環境に即したネコ対策の施策について
今までの経過と今後の展開について
② 地域の美化環境や防犯への取り組みについて
地域のより安全安心に行き届いた施策展開を
③ 自転車等の交通安全施策について
駐輪、回遊性や利便性、自転車の安全で適正な利用
に関する条例について

⑵ 立川市道９号線の修繕工事について

① 介護職員の処遇改善について

第１回定例会（３月議会）

《一般質問》

① 立川市八ヶ岳山荘について

⑴ 市民協働について
② 指定管理者制度について

平成28年

《一般質問》
① 公共施設の保全について
⑴ 立川市立新生小学校施設の修繕について
⑵ 立川市立第一小学校の板谷元右衛門翁之像につ
いて
② 協働について
⑴ 協働施策の現状について

《厚生産業委員会

所管事項質問》

① 観光・産業振興策の東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた方策について
② 待機児童ゼロに向けた保育施策の推進について
③ 超高齢化社会に対応する保険年金施策について

《厚生産業委員会

所管事項質問》

① たちかわ創業応援プロジェクトについて
② 市内芸術品の品質向上策について
③ 障害者の社会参加や障害者理解の促進について

松本あきひろ 月ごとの主な活動・出席行事など
（平成27年1月〜平成28年2月）
平成27年 1 月
１日（木）日の出を見る会 出席
元旦神輿 富士見町立桜会 参加・出席
５日（月）新春遊説 出席
６日（火）立川市商工会議所・商店街連合会・観光協会 合同新年賀
詞交歓会 出席
７日（水）南富士見商店会 新年会 出席
10日（土）立川市体育協会 新年賀詞交歓会 出席
他合せ計19件 ございました。
2 月
６日（金）自民党立川青年部 定期総会 出席
立川市富士見町子ども会育成会連絡協議会 定例会 出席
７日（土）自民党東京都連青年部・青年局 合同定期大会 出席
第50回立川市青少年健全育成研究大会 出席
立川市防衛協会柴崎支部 新年会 出席
８日（日）平成27年 市民との意見交換会 出席
９日（月）第47回自民党三多摩議員連合会 定期大会・研修会 出席
10日（火）第53回東京都市議会議員研修会 出席
他合せ計21件 ございました。
3 月
１日（日）立川市シティハーフマラソン2015開催 出席
７日（土）第13回くらしフェスタ立川開催 出席
10日（火）立川キャラバン「飛行機雲」公演会 出席
14日（土）第11回富士見夏まつり実行委員会定期総会 出席
16日（月）立川市ネパール協会 定例会 出席
他合せ計17件ございました。
（昭島市統一地方選挙 応援活動 ３〜４月）
4 月
４日（土）立川スポレクフェスタ2015開催 出席
５日（日）富士見町親生会花見大会 出席
平成27年度羽衣ねぶた会 通常総会・懇親会 出席
平成27年度錦さわやかミニテニスクラブ定期総会 出席
６日（月）立川市立新生小学校入学式 出席
立川市立第八中学校入学式 出席
７日（火）立川市立第一中学校入学式 出席
10日（金）立川市富士見町子ども会育成会連絡協議会第60回定期総会
出席
他合せ計23件ございました。
（昭島市統一地方選挙 ４月26日投票日 杉本英二 議員現職３期目当選）
５ 月
１日（金）新憲法推進大会 出席
立川市富士見町体育会 平成27年度定期総会 出席
２日（土）株式会社ブリリアント設立20周年記念式典・祝賀会 出席
４日（月）立川市ネパール協会 定例会 出席
９日（土）立川市弓道会 入会
10日（日）立川市民体育大会ソフトボール大会 出席参加
他合せ計32件ございました。
（平成27年度総会の時期にて総会多数有り）
6 月
１日（月）兵庫県庁へ（自転車の安全で適正な利用について）視察
２日（火）
・６日（土）富士見夏まつり準備 参加
６日（土）立川市防衛協会富士見町支部 平成27年度定期総会 出席
立川市防衛協会柴崎町支部 平成27年度定期総会 出席
７日（日）富士見夏まつり 出席
８日（月）富士見夏まつり 会場片付け 参加
13日（土）第76回富士見町地域文化祭カラオケ大会 出席
14日（日）第76回富士見町地域文化祭芸能大会 出席
他合せ計21件ございました。
7 月
１日（水）諏訪神社氏子総代月なめ祭（文月） 出席
３日（金）立川市立新生小学校公開授業日 出席
11日（土）立川市立第一中学校公開授業日 出席
12日（日）富士見町五月会盆踊り大会準備 参加
他合せ計14件ございました。
（立川市長選挙・立川市議会議員補欠選挙 支援活動がございました）

8 月
１日（土）富士見町多摩川団地自治会 盆踊り 出席
２日（日）富士見町親生カラオケ会 定例会 出席
３日（月）富士見町八中校区地域防災訓練実行委員役員会 出席
16日（日）富士見町五月会夏まつり準備 参加
他合せ計８件ございました。
（立川市長選挙・立川市議会議員補欠選挙 選対支援活動及び８月９日
投票日）調整作業活動等がございました。
9 月
１日（火）諏訪神社氏子総代月なめ祭（長月） 出席
５日（土）立川市立第四小学校自転車教室講習研修会 出席
７日（月）富士見町八中校区地域防災訓練合同役員会 出席
９日（水）JR立川駅周辺まちづくり意見交換会 出席
11日（金）第一回立川市富士見児童館地域交流会 出席
他合せ計18件ございました。
10 月
３日（土）真如苑斉燈護摩 出席
７日（水）立川市富士見町支部防災対策研修会 出席
８日（木）富士見町グラウンドゴルフ大会 出席
11日（日）第67回富士見町町民大運動会 出席
12日（月）富士見町民ハイキング 出席参加
他合せ計28件ございました。
11 月
１日（日）富士見町八中校区地域防災訓練開催 出席
第67回富士見町町民大運動会慰労会 出席
２日（月）第58回立川市民文化祭市民盆栽展 出席
３日（火）第35回立川市中学生主張大会 出席
４日（水）小河内ダム 耐震性等の安全確認 視察
７日（土）たちかわ楽市2015 開会式 出席
他合せ計38件ございました。
（11月18・19日（木）全国市議会議長会研究フォーラム
（福島県庁等））
12 月
１日（火）諏訪神社氏子総代月なめ祭（師走） 出席
４日（金）第４回自民党東京都連青年局アカデミー 出席
５日（土）平成27年度富士見町四小まつり 出席
６日（日）富士見町多摩川団地自治会餅つき大会 出席
８日（火）平成27年立川市防衛協会忘年会 出席
他合せ計26件ございました。
（12月23〜31日（木）富士見町五月会・協和会地域年末夜警夜回り参加）
平成28年 1 月
１日（金）元日 日の出を見る会 出席
富士見町 立桜会 元旦神輿
出席参加
２日（土）富士見町五月会 新年初舞回り 出席参加
５日（火）新春遊説 出席
６日（水）立川市商工会議所・商店街連合会・観光協会合同賀詞交
歓会 出席
南富士見商店会 新年会 出席
９日（土）富士見町二丁目自治会 新年会 出席
立川市体育協会 新年会 出席
他合せ計32件ございました。
（平成28年新年会時期にて新年会が多数ございました）
2 月
３日（水）諏訪神社節分祭 豆まき行事
出席参加
６日（土）第17回春を呼ぶコンサート 出席
第51回立川市青少年健全育成研究大会 出席
７日（日）立川市富士見町体育会ソフトバレーボール大会 出席参加
12日（金）第５４回東京都市議会議員研修会 出席
13日（土）立川ゆる会 準備等
出席参加
東京都防衛協会青年部新年会 出席
立川自民党青年部 定期総会 出席
他合せ計30件ございました。
（１月１日〜２月16日）平成28年新年会は前年より５件程増え29件
出席させていただきました。ありがとうございます。
以上

平成28年２月までで

各月ごとの主な活動内容です。

